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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 12,727 ― 320 ― 339 ― 160 ―
20年3月期第1四半期 12,577 △1.9 241 △15.5 264 △21.3 113 △41.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 14.93 ―
20年3月期第1四半期 10.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 25,592 11,571 45.2 1,078.46
20年3月期 26,625 11,577 43.5 1,079.00

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,571百万円 20年3月期  11,577百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 26,600 2.6 690 △16.1 730 △16.6 370 △28.3 34.48
通期 52,000 2.8 730 △17.0 800 △16.1 400 △24.5 37.28

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの
予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  11,000,000株 20年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  270,076株 20年3月期  270,076株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  10,729,924株 20年3月期第1四半期  10,729,924株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益に支えられた緩やかな景気回復基調にありま

したが、サブプライムローン問題の長期化による世界経済の減速や、資源価格の高騰による企業収益の圧迫、家計

の購買力低下による内需の減少などにより、景気の下振れリスクが強まっている状況となってまいりました。

　当グループが主たる市場としております低温食品物流業界におきましては、物量は安定しておりますが、原油価

格高騰に伴う燃料価格の一段の上昇と、人手不足により厳しい経営環境が続いております。

　このような状況下ではありますが、当グループは利益の確保と共に「安全確保」を全社の年度行動スローガンと

して掲げました。食の安全はもとより社会生活のあるゆる面において要求が高まっている「安全であること」に対

して、輸送業務をはじめ、企業活動の全てにおいて安全を求めてまいります。その取り組みといたしまして、トラッ

クへのドライブレコーダーの装着、事業所内への防犯カメラの設置または増設、運輸安全マネジメントの構築、Ｉ

ＳＯ認証取得の継続等を実施し、企業活動の品質を高め「ＣＨＩＬＬＥＤ　ＬＩＮＥ　ＭＥＩＴＯ」のブランド力

向上に努めてまいりました。収益面の改善といたしましては、適正な運賃水準の確保に努めるとともに、首都圏に

おける配送の一元管理による効率化を推進してまいりました。また、今後の取り組みといたしまして、関西地区に

おける新センター集約化による収益改善、新情報システムの構築と業務プロセスの改善を進めてまいります。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は127億27百万円（前年同期比1.2％増）と、前年同期と比較

して１億50百万円の増収となり、経常利益は３億39百万円（同28.2％増）、四半期純利益は１億60百万円（同

41.4％増）と、前年同期と比較して46百万円の増益となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①貨物運送事業

　貨物運送事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサービス㈱、

㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、星運輸㈱、㈱アイソネットライン、㈱ケーツーの各社が行っ

ております。運輸業界では依然として燃料費の高騰など厳しい経営環境の中、グループ全体で業容の拡大と運行

の効率化に努めた結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は104億21百万円（同1.6％増）、営業利益（配賦

不能営業費用控除前）は３億22百万円（同6.5％増）となりました。

②物流センター管理事業

　物流センター管理事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサー

ビス㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、㈱アイソネットライン、㈱ケーツーの各社が行っ

ております。当第１四半期連結会計期間の営業収益は22億16百万円（同0.6％減）となりましたが、量販店関係の

収益が回復基調にあり、営業利益（配賦不能営業費用控除前）は２億45百万円（同13.0％増）となりました。

③その他事業

　その他事業は、㈱名商が、当社及び子会社の車両保険に関する業務及び当社の物流センターに関するメンテナ

ンス等を行っております。当第１四半期連結会計期間の営業収益は89百万円（同4.3％減）、営業利益（配賦不能

営業費用控除前）は29百万円（同27.3％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億33百万円減少し255億92百万円となりま

した。このうち流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ14億１百万円減少し73億52百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が14億80百万円減少したことなどによるものであります。また、固定資産につき

ましては、新関西物流センター建設のための建設仮勘定が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ３億

68百万円増加し182億40百万円となりました。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ10億27百万円減少し140億21百万円となりました。流動負債につ

きましては、前連結会計年度末に比べ10億99百万円減少し71億46百万円となりました。これは主に短期借入金（１

年以内返済予定長期借入金を含む。）が10億72百万円、賞与引当金が３億60百万円それぞれ減少したこと等によ

るものであります。また、固定負債につきましては、退職給付引当金が80百万円増加したこと等により、前連結

会計年度末に比べ72百万円増加し68億74百万円となりました。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ５百万円減少し115億71百万円となり、自己資本比率は45.2％

となりました。

－ 1 －



（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ14億75百万円減少し11億27百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は２億51百万円となりました。

　これは主に、賞与引当金の減少、売上債権の増加及び法人税等の支払い等の減少要因もありましたが、税金等

調整前四半期純利益３億43百万円、減価償却費２億99百万円を計上したこと、退職給付引当金の増加、仕入債務

の増加及び未払消費税等の増加等の増加要因があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は５億３百万円となりました。

　これは主に、車両運搬具等の有形固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は12億23百万円となりました。

　これは主に、短期借入金及び長期借入金の返済や配当金の支払い等によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第１四半期の業績は、概ね予想の範囲内で進捗しているため、平成21年３月期第２四半期連結累計期間及び通期

の連結業績予想につきましては、平成20年５月12日の決算発表時に公表した数値と変更はありません。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

（固定資産の減価償却費の算定方法）

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。　

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（会計処理基準に関する事項の変更）

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（追加情報）

　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、機械

装置の耐用年数について見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数を

適用しております。

　これによる損益及びセグメント情報に与える影響は、軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,127,658 2,608,193

受取手形及び営業未収金 5,534,265 5,468,925

繰延税金資産 167,074 291,600

その他 537,491 399,122

貸倒引当金 △14,056 △13,496

流動資産合計 7,352,434 8,754,345

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,560,090 1,474,851

建物及び構築物（純額） 5,058,555 5,140,317

土地 4,880,464 4,880,464

その他（純額） 597,870 234,617

有形固定資産合計 12,096,981 11,730,249

無形固定資産   

のれん 12,724 13,997

その他 455,383 430,159

無形固定資産合計 468,107 444,157

投資その他の資産   

投資有価証券 1,688,893 1,704,669

敷金及び保証金 1,438,336 1,446,274

繰延税金資産 1,399,384 1,364,253

その他 1,148,874 1,182,064

貸倒引当金 △176 △172

投資その他の資産合計 5,675,312 5,697,090

固定資産合計 18,240,401 17,871,497

資産合計 25,592,836 26,625,842

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,079,259 2,027,481

短期借入金 1,250,000 2,290,000

1年内返済予定の長期借入金 1,244,024 1,276,564

未払法人税等 98,646 245,575

未払費用 1,314,203 1,250,833

賞与引当金 222,875 583,107

役員賞与引当金 7,690 34,320

その他 929,890 538,418

流動負債合計 7,146,588 8,246,300



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年３月31日） 

固定負債   

長期借入金 3,294,684 3,311,270

退職給付引当金 3,186,324 3,106,087

役員退職慰労引当金 209,435 204,303

その他 183,988 180,344

固定負債合計 6,874,431 6,802,005

負債合計 14,021,020 15,048,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,176,900 2,176,900

資本剰余金 1,868,430 1,868,430

利益剰余金 7,687,946 7,688,710

自己株式 △309,509 △309,509

株主資本合計 11,423,766 11,424,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 148,049 153,006

評価・換算差額等合計 148,049 153,006

純資産合計 11,571,815 11,577,537

負債純資産合計 25,592,836 26,625,842



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）

営業収益 12,727,822

営業原価 11,977,528

営業総利益 750,294

販売費及び一般管理費 429,675

営業利益 320,618

営業外収益  

受取利息 3,348

受取配当金 10,696

投資有価証券売却益 2,256

その他 35,220

営業外収益合計 51,521

営業外費用  

支払利息 24,799

持分法による投資損失 4,245

その他 4,024

営業外費用合計 33,070

経常利益 339,069

特別利益  

固定資産売却益 18,883

その他 792

特別利益合計 19,675

特別損失  

固定資産除売却損 1,213

賃借資産紛失弁償金 14,154

特別損失合計 15,367

税金等調整前四半期純利益 343,377

法人税、住民税及び事業税 87,508

法人税等調整額 95,685

四半期純利益 160,182



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 343,377

減価償却費 299,778

のれん償却額 1,272

建設協力金償却 14,459

有形固定資産除売却損益（△は益） △17,670

投資有価証券売却損益（△は益） △2,256

貸倒引当金の増減額（△は減少） 563

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80,236

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,132

賞与引当金の増減額（△は減少） △360,232

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,630

受取利息及び受取配当金 △14,044

支払利息 24,799

持分法による投資損益（△は益） 4,245

売上債権の増減額（△は増加） △65,332

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,604

仕入債務の増減額（△は減少） 65,498

未払消費税等の増減額（△は減少） 93,720

その他 36,585

小計 494,109

利息及び配当金の受取額 12,593

利息の支払額 △30,726

割増退職金の支払額 △1,799

法人税等の支払額 △223,164

営業活動によるキャッシュ・フロー 251,012

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △5,000

定期預金の払戻による収入 10,000

投資有価証券の取得による支出 △2,100

投資有価証券の売却による収入 3,740

有形固定資産の取得による支出 △507,632

有形固定資産の売却による収入 36,576

無形固定資産の取得による支出 △45,810

貸付けによる支出 △6,280

貸付金の回収による収入 7,921

その他の支出 △6,579

その他の収入 11,998

投資活動によるキャッシュ・フロー △503,167



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 600,000

短期借入金の返済による支出 △1,640,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △349,126

配当金の支払額 △134,254

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,223,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,475,535

現金及び現金同等物の期首残高 2,603,193

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,127,658



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

貨物運送事
業（千円）

物流セン
ター管理事
業（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収益

(1）外部顧客に対する営業収益 10,421,324 2,216,779 89,718 12,727,822 － 12,727,822

(2）セグメント間の内部営業収
益又は振替高

1,128 23,796 40,614 65,539 (65,539) －

計 10,422,453 2,240,575 130,332 12,793,362 (65,539) 12,727,822

営業利益 322,571 245,774 29,223 597,569 (276,950) 320,618

　（注）１．事業区分は、当グループにおける事業別営業収益区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1）貨物運送事業…………………貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、軽貨物自動車運送事業

(2）物流センター管理事業………商品仕分け・流通加工等

(3）その他事業……………………損害保険代理業等

３．当第１四半期連結累計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額

は275,793千円であり、その主なものは、連結財務諸表提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用で

あります。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

海外営業収益がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



（７）重要な後発事象

　当社は、次のとおり訴訟の提起を受けました。

１．訴訟の内容

　平成18年２月５日、当社従業員が東名高速道路上をトラックで走行中、故障で停車していた乗用車に追突し、

障害を負わせた交通事故に関し、平成20年７月９日、被害者とその両親が原告となり、当社及び当該従業員に

対し、以下２．記載の額の支払いを求める訴訟が起こされたものであります。

２．原告による請求金額

(1）金142,384千円及びこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の割合による金員の支払い。

(2）①平成20年７月１日以降平成21年３月31日までの期間、１日当り24,000円として当月の日数を乗じて算出

される月額の支払い。

②平成21年以降毎年４月１日から翌年３月31日までの期間、次の算式で算出される基礎日額に当月の日数

を乗じて算出される月額の支払い。

（計算式）

基礎日額＝24,000円×当該年の前年の消費者物価指数／平成19年の消費者物価指数

(3）平成36年１月１日以降事故の直接被害者である原告が死亡する日まで、前掲(2）項の所定の金員に付加し

て、前掲(2）項の所定の基礎日額の２分の１の金額に当月の日数を乗じて算出される月額の支払い。

(4）被害者の両親それぞれに対し、金3,300千円とこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の

割合による金員の支払い。

３．当社の意見

　当社としては、原告からの請求に対して、請求金額や支払方法等について法廷の場で適切に対応していく所

存であります。

　なお、訴訟の推移によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額は不明

であります。

－ 2 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　営業収益 12,577,712

Ⅱ　営業原価 11,905,363

営業総利益 672,349

Ⅲ　販売費及び一般管理費 430,539

営業利益 241,809

Ⅳ　営業外収益 48,750

１．受取利息 3,713

２．受取配当金 10,840

３．被害事故損害賠償金収入 4,228

４．持分法による投資利益 7,924

５．その他 22,043

Ⅴ　営業外費用 26,110

１．支払利息 22,890

２．その他 3,219

経常利益 264,449

Ⅵ　特別利益 12,463

１．固定資産売却益 12,025

２．その他 437

Ⅶ　特別損失 23,370

１．固定資産除売却損 23,370

税金等調整前四半期純利益 253,543

法人税、住民税及び事業税 76,437

法人税等調整額 63,859

四半期純利益 113,245
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前四半期純利益 253,543

減価償却費 290,739

のれん償却額 1,272

建設協力金償却 13,559

固定資産除売却損 23,370

貸倒引当金の増加額 1,103

退職給付引当金の増加額 51,106

役員退職慰労引当金の増加
額

1,806

賞与引当金の減少額 △309,551

役員賞与引当金の減少額 △29,100

受取利息及び受取配当金 △14,554

支払利息 22,890

持分法による投資利益 △7,924

有形固定資産売却益 △12,025

売上債権の増加額 △358,850

たな卸資産の増加額 △1,075

仕入債務の増加額 90,090

未払消費税の減少額 △30,250

その他 217,736

小計 203,888

利息及び配当金の受取額 12,843

利息の支払額 △30,841

法人税等の支払額 △332,646

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△146,756

－ 4 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の預入による支出 △59,334

定期預金の払戻による収入 59,318

投資有価証券の取得による
支出

△21,682

有形固定資産の取得による
支出

△1,506,877

有形固定資産の売却による
収入

24,678

無形固定資産の取得による
支出

△3,755

長期前払費用の支出額 △4,885

貸付けによる支出 △10,640

貸付金の回収による収入 15,537

その他投資の取得支出 △20,049

その他投資の返戻収入 8,406

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,519,282

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入れによる収入 600,000

短期借入金の返済による支
出

△452,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支
出

△403,884

配当金の支払額 △133,891

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

610,224

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少
額

△1,055,815

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,409,960

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

1,354,144

－ 5 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

貨物運送事
業（千円）

物流セン
ター管理事
業（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収益

(1）外部顧客に対する営業収益 10,253,905 2,230,088 93,718 12,577,712 － 12,577,712

(2）セグメント間の内部営業収
益又は振替高

133,886 28,634 108,748 271,269 (271,269) －

計 10,387,791 2,258,723 202,467 12,848,981 (271,269) 12,577,712

営業費用　 10,084,983 2,041,318 162,268 12,288,570 (47,332) 12,335,902

営業利益 302,808 217,404 40,198 560,411 (318,601) 241,809

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

海外営業収益がないため該当事項はありません。

－ 6 －
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